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地域科学

環境悪化の社会的費用に関する測定方法

特集

森杉寿芳・岡本憲之

~ 
はある一定の効用水準に等しい環境質と所得の組

合せを示す無差別曲線である.いま，ある個人に

とっての当初の状態が，効用水準的に等しい無

差別曲線上の/~ A にあるとする.このときの環

li~質は YA ， 所得は L1 である.環境が改善されて

環皮質が y" になると， 当初の効用水準 UA を保

つためには mn の所得でよく ， CV" が進んで支

-方環境が悪化して環境

近1f 各種開発が環境にケーえる影響を事前に訴佃i

する，いわゆる“環境アセスメン卜"の必要性が

111\'ばれて以来，者1;市環境の質を詐価することが吊

L たがってIflíTìi ，l十両も，好

‘』

要にな')てきてし、る.

ましい影響をできるだけ引き出し，好ましくない

影響を最小化することに宿志 L て行なわれなけーれ

ばならない.ここではとくに経済学的な視点に着

払~)てもよい額となる.

質が Yc になると，当初の効用水準を保つために

は mりの所得が必要であり，

11 して環境評価を行なう方法について検討してみ

る.

伺人は CVr の額を

トIi行14:してもらいたいと考える.

このようにある伺人が，基準となる効用水準を

論概

と考える額 CV を補償的

Variation) 

保持するために，補償してもらいたい(あるいは

進んで、支払ってもよし、)

変芳 (Compensating 

者ßdï環境を総合的に評価する場合，いろいろな

側面からの評価が可能である.ここでは環境の変

化を経済的尺度である貨幣タームで計測し評価す

る方法を考えてみよう. CV 

の値が負のとき(補償の場合)これを費用，正の

とき(支払ってもよい場合)便誌と l呼ぶ.社会的

とし、う.

いま，ある個人にとっての環境質の価値すなわ

ち効用水準を仮定する.環境が変化することによ

それぞれ伺人の費

用あるいは便益を単純に合計したものをいう.

貸用あるいは社会的便益とは，って A般にはこの{同人にとって環境質の価値は変

化するであろう.環境改者ーの場合には，個人は環

境の変化によって便益を受け，効用水準は向 1 ，.す

-方環域悪化の場合には，個人は環境の変化

CVc 

;;!仇.~

所
得
(
上
昇
)

m c 

る.

によ円て被害をこうむり効用水準は低下する.前

者の場合には，当初の効用水準より向上した分に

対して個人は進んで支払ってもよいと考える.後

者の場合には，当初の効用水準より低下した分に

対して補償してもらいたいと考える.

環境質(改善)
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環境質と所得の無差別曲線図 1

わかりやすくするために図 l で説明する.償刺l

縦軸が所得のグラブを考え，曲線 UAが環境質，
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2. 環境悪化の費用

環境の悪化を経済学的視点から評価する方法

は1.で定義した CV を計測することに尽きる.

しかし実際にはこの CV を計測するのが困難な場

合が多い.とくに支出の桝加や収入の減少といっ

た金銭的被害を費用として~j-測することは比較的

得易であろうが，満足感の低下など心理的被害を

'費用として計測するのは非常に困難である.

もう少し金銭的費用と心理的費用の[)I，:'i]!Jを明確

にしておこう.環境を公共財としてとらえ，何人

は所与の所得，私的財の価格および環境のもとで

効用最大化行動をするものとする.この結巣とし

ての私的財に対する需要関数 C1 (P， I， Y) は次式

の解として与えられる.

maxu (C, Y) , s.t. PC豆1 (1) 
C 

これに対して，所与の私的財の価格と環境に対し

て，ある所与の効用水準 d を維持するために必要

な私的財の量，すなわち，補償された需要関数

C2(P, Y,U:) は次式の解として与えられる.

min PC, s. t. u( C, Y) ミu: (2) 
C 

ただし C: 私的財の購入居:ベクトル

Y: 環境状態ベグトル(公共財とする)

1: 所得

u: 効用関数 u=u(C, Y) 

P: 私的財の価格ベグトル

いま，所与の所得 1 ， 私的財の価格[5，環境干の

もとで，ある個人にとっての最大効用をU:，その

ときの私的財の購入量を C1 (P, 1, Y) とする.つ

ぎに環境が変化して Y となり，私的財の価格が

P に，収入が I になったとき，先の効用 d を維持

するために，私的財を C2 (P, Y，U:) 購入する必要

があるそのための補償所得mは次式で、与えられる

1l, =PC2 (P, Y, u:) 

=PC2(P, Y, u(C1(P,I, Y) , Y) (3) 

このとき補償的変業ー cv は次式で与えられる.

CV=I-m (4) 

CV 0ううちで， マイナスになる部分を合計したも

のを費用と呼んでいたわけである.したがって収

入の変化，あるいは購入する必要がある私的財の

価格と註がわかれば費用の計測が可能となる.し

かし実際には，たとえば収入，価格は変わらない

として，某準となる効用水準を維持するための補

償所得に等しい i詮の私的財が購入されてはいない

であんう.すなわち，効用水準を←下げてがまんし

ている伺人も多いであろう.

したがって個人の支出の増加額を計測するだけ

では完際の費用より低く見積られる危険がある.

逆にロンドン第三空港の調奄例では，補償所得仰

を直接計測しようとした. しかし， “空港が建設

された場合，いくらの額で立退くか?"という聞

に対して“無限犬"と符えた人の割合が非常に多

表 1 社会的費用の計浪u方法の分類(注〕

評面扇扉 伺別支出額 一一一一一

市場価格による方法主算価格UZ 不動産価値
影響分析

支払い対価

大気一家計支出 大気一住宅価値

地域比較法騒音ー防音装置費用 騒音一向上

水質一浄化費用 水質ー |司上

Z水 1支量判守吋 騒音ー住民の

質問紙・面接法|幸質全共同2 用増騒 一家計出 同 上 WTP 

一同上

統 計 分 析||大公共気体一企の業需用・家増計・大気一死亡率 水質ーレクリエ

同
ーションの価値

(需要行動分析) I騒水音質一ー 同上上

(注)表は既往の調査において対象としている環境悪化と，その影響を示している.
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かった.しかしこれをもって費用が計測されたと

するのは常識的でない このように収入の減少や

支出の増加を甫接計測することによって求められ

る費用の部分を金銭的脅用，それ以外の費用の部

分を心現的費用と呼ぶことにする.

この心理的費用を計測することは41'-常に凶嫌だ

が，土地価格の変化，あるいは金銭的費用を計測

した例で、はあるが大阪市の調杢例に見られるよう

なレクリエーション関連支出の変化などを参考に

してある程度類推が可能であると考えている.ま

た裁判の際の賠償額，慰謝料の例も役にたとう.

費用の計測j方法を分頬すると表 l のようになる.

まず評価指標に着 f lLて， CD個別支出計測法，

②不動産価値による，11羽IJì}~およひ，③支払い対価

の計測方法に分類される.

第 l の個別支出計測方法は，個人的調整過程に

おいて個人がとる行動に必要な追加的費用を，行

動別に積み上げた支出額をもって社会的費用とす

る計測方法である.

ところで，個人がとる行動に必要な追加的な財

またはサービスは，経済的観点から 2 つに分類さ

れる.その第 l は，当該財の市場がほぼ完全であ

り，市場価格が存在する通常の財で、ある.これに

対して，医療サービス，牛‘命などの財の市場は不

完全であるか，またはまったく存在しない.前者

の財が必要な行動においては，市場価格が使用さ

れ後者の財が必要な行動においては，いわゆる計

算価格が用いられる.

第 2 の不動産価値による計測方法は，つぎのよ

うな考え方にしたがった 1汁測方法である.すなわ

ち，もしも不動産市場が完全競争市場で、あれば，

l 単位の不動産価値は，その不動産をもっとも効

率よく利用する活動によって得られる便益から，

土地以外の費用を差し手|し、た値の，時間的流れを

割りヲ[~、た現在価値に等し い.したが，)て，もし

環境悪化による費用(便益)が増加(減少)すれば，

人奇のこれらの変化に対する評価を反映して，そ

の不動産価値は下落する.本計測方法は，この不

28 

動産価値の変化分をもって環境悪化の社会的費用

とする方法である.

このように，個別支出計波IJ法では，個人的調整

過程において，個人のとる行動に必要な財または

サービスの価格は A定であると仮定し，追加的な

財の最に価格を乗じたものを社会的費用としてい

る.また，不動産価値の社狽1)方法では，価格の変

化分をもって，社会的費用としている.これら 2

つのJ十測方法は，いずれも市場(計算)価格によ η

て社会的費用を評価している.しかし，たとえTlí

場が完全であっても測定の究極の対象である支払

L 、対価は，その費用の増加分(または価値の減少

分)とは異なる.それは，消費者余剰が存在する

からである.第 3 の支払い対価の計測方法は，こ

の消費者余剰をも測定しようとするものであり，

この点が前の 2 つの方法と異なる.

つぎに上記し、ずれの定義による社会的費用であ

っても，それが特定の環境悪化を原悶とするもの

でなければならない.ミの原因一結果の関係づけ

の方法によって，従来の社会的費用の計測方法を

分類すれば，①地域比較法，@質問紙・面接法お

よび，③統計的分析の 3 つにわかれる.

第 l の地域比較法とは，環境悪化の対象地域とよ

く似た環境のよい地域を選定し両地域における評

価値の差をもって社会的費用とする方式である.

第 2 の質問紙・|面接法とは，主として環境悪化

の彼害者と思われる人々の主観による評価値を直

後に尋ねる方式である.

第ヲの統計分析とは，多くの環境悪化の異なる

地域における適当な指標をデータとして，これと

環境悪化レベルとを統計的に結合する方式であ

る.指標として，ある財またはサービスに対寸る

需要量をとったとき，これを需要行動分析という.

ここで，伺別支出法の理論と需要行動分析の理

論について若干説明を加えておく.

1同別支出法の理論では，仮に，環境状態Yが Y

に変化し，価格P および所得 Iは変化しないもの

としておく.もし，いくつかの財 Cl の支出額が
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所得に占める割合が非常に小さく所得効果が無視

できれば，通常の需要曲線 Ct(P， 1, Y) と補償さ

れた需要曲線的(P， Y， ü) とは A致すると考えら

れるから， (4) 式は (5)式のように炎現することが

できる.

cV=�l{Cf (P, l, Y)-Cf (Þ,r; Y)} 

+P2 {C~ (p,r; Y)-C~(.P， Y , Ü)} ( ラ)

しだた C全(g~) c主(Z;;)P全(~~)
したがって， (日)式の布辺第 1 項については|向接支

出額の増加分をもって費用の計測が可能であるが

(ラ)式の右辺第 2 項については財 C2 の支出額が所

得に占める割合が大きく，補償された需要曲線

CHP, Y， ü) と通常の需要曲線Ci(P， Ï , Y)が異

なるため，直接支出額の変化分をもって費用を計

測することは悶嫌である 実は，この部分が先に

述べた心理的費用に相当しているわけである.

つぎに需要行動分析の理論について簡単に述べ

る.ある環境要素 Y がある私的財 C の補定財で

あって，もし当該私的財に対する需要がゼロであ

れば，当該環境要素に対する限界効用もゼロとな

る仮定を設ける.これは大部分の財に対して成立

する現実的な仮定である.このとき， Cの価格P'r，

を 1-分大きくとり， C に対する需要がゼロとなる

とき ， �/�= 0 となる.

いま，環境状態Yが Yに変化し，価格Pおよび

所得 Iは変化しないものとする.また当該私的財

以外の他財をc'とし，その価格を Pr，' であらわ

す.このとき，補償的変業 CV は (4) 式より以ド

のようにみちびかれる.

CV=m(Po , P a', Y , ü)-m(Pc , Pa' , Y , a) 

=Cm(Pa , Þa' , Y , a) -m(P'o , Pc' , Y , a)] 

十 Cm(P'a ， Pa', Y , a) -m(P'a , Pa', Y , a)] 

十 Cm(P'a ， Pa ' ， Y , ü)-m(Pa , Po' , Y , ü)] 

=Cm(Po, Þa', ÿ , ü) -m(P'o , Pu' , Y , ü)] 

十 Cm(P'a， Po' , Y , �) -m(Pc, Po' , Y , �)] 

(6) 

1977 年 l 月号

PC 

C 

図 2 需要行動分析

r-P�; rRf' 

=L~.C*(Y)dPo-L; C*(Y)dPo 
';1'""C' olP C 

rp ，円

=L V (C*(Y) -C*(Y))dPo 
.;r:c 

(7) 

(8) 

ただしC*: 補償された;』J必曲線Cの私的財成分

(6) ょにより(7)式をみちびくのに (9) 式の関係を用

L 、 t，こ.

。m(Pc， Pa' ， Y , a) �;' -'..'=C*(Pa, Pc', Y , ü) (9) 

J次 iこ，本仮定にしたがう場合には，当該財の消費

者余剰の減少分として社会的資用を計算すること

ができる.すなわち，凶 2 の斜線の部分によ-'-)て

社会計貸用をあらわすことができる.

っさに，具体的に大気汚染と騒白-を例にとり，

その社会的費用の発生形態を主主理しておこう.

3. 大気汚染の影響

大気汚染の影響を大きく分類すると，\む健康へ

の影響，@人的物質への影響，③植物への影響，

④動物への影響，@白然環境への影響，にわかれ

る. \1'の健康への影響では，治療・子防予の医療

支出の増加，病気・死亡等による生産力の低ド，

その他移転費用等の形をとって社会的使用が発生

してし i ると考えられる.これらに関しては，呼吸

;提出忌、による病気・死亡の貸用を見積った Ridker

(196t. の研究咋がある.

(皇)17:' 人的物質への影響は，大気汚染物質あるい

はよごれによる物質の腐食，悪化，色質の低下手

の影響があるが，物質の寿命短縮，生産性の低卜\

代替のための費用，防 ll~. ・保\'1'の費用その他物質

価値の低ドて干の形をとって、社会的費用が受付1 し
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ていると考えられる.これらに関しては， Mueller 

& Stickney (1970) によるコムの生産に関する技

用の研究， Gillette (1973) による Soxの・般財に

対する影響の研究等がある.

③の植物への影響で、は，生産量の減少，防止・

保守の費用，代替の費用，移植・再植林の費用，

その他価値の低下当の形をとって社会的費用が発

生していると考えられる.これらに関しては， Pell 

( 1972) による農耕作物と装飾作物への影響の研

究， Millecan (1970) によるかんきつ類・ぶどう

への影響の研究等がある.

④の動物への影響で、は，生産量の低ド，価値の

低下等の形をとって社会的費用が発'L していると

考えられる.

⑥の 1:"1然環境への影響では，自然資似(レクリ

エーンョン資源等)の損失，生態系への影響が劣

えられ， Vars & Sorenson (1972) による大気質

とレクリエーション活動との関係に関する研究，

Mellon Institute じよる大気汚染による光の阻害

の影響に関する研究守ーがある.

4. 騒音の影響

騒音の影響を大きく分類すると，必聴覚への影

響，@身体への影響，③心理的影字l ，④生活妨

害，@人間以外の動物への影響，⑥建造物への影

響が考えられる. (j), (6)，③は人間の健康への影

響ということでまとめられる.聴覚や身体への影

響は騒音レベルが相当高くないとあらわれなし、の

で，実際には心理的影響がほとんどである.④の

生活妨害は，睡眠・休息の I)~ 害，会話・'返品・テ

レビ・ラシオ・版業予の聴取妨害，思考・記憶・

その他の行動の阻害が考えられる.

(Q)の人間以外の動物への影響は実際にはほとん

どあらわれていなレものと考えられる.

⑥の建造物への影響で、は，考古学的・!伶史的建

造物への影響等が問題とたる.

以卜ーのような影響を受けーて，実際の社会的費用

の発牛形態としては，ユ)医療支出の噌加，⑨健康

30 

被害による生産力の低下，③学校その他の社会活

動の阻害、④移転等の費用，⑤防音費用， (QJ動物

の生産性の低下，⑦物的被害，⑧その他心理的被

害，が巧ーえられる.

騒音の影響は心理的なものが非常に大きし、た

め，防青費用や医療支出等の直接支出額の増加を

，iI測するだけでは実際の社会的費用よりかなり低

く見積られると考えられる.したがって， -1-地価

格や家賃と騒音レベルとの関連を分析して社会的

費用を計測しようと試みている研究例が多い.

むすび

以上，社会的貸用の怠味とその理論的展開，社

会的費用の n十測方法，大気汚染と騒音の影響につ

いて述べてきたわけであるが，実際に社会的費用

を計測しようとすると，まだまだ困難な問題が多

い.とくに心理的費用の部分をどのように計測す

るかは，ほとんど研究例が見られず，今後に残さ

れた課題といってよい.しかし，だからといって

環境悪化の社会的費用の計測に関する研究を放棄

してよいとし、うわけにはいかない.それは，昔/)1七

環境の質を総合的に平価しようとする場合，詳{曲

の l つの似点として，経済学的な見方はやはり点

要だからである.社会的費用の計測に関する研究

成果が期待されているゆえんである.
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